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『地域主権改革』論が問いかけるもの 

首都大学東京大学院 都市環境科学研究科 教授 羽貝 正美

（都市政策研究所 運営委員会 会長）

図表１ 地方分権における主要な出来事とキーワード 

はじめに 

 

 皆さん、こんばんは。短い時間ではありますがどうぞよろしくお願いいたします。地域主権

改革について考えるために、少し前のことについて、まずは地域主権改革以前の分権改革のプ

ロセスを振り返りながら、今私たちがどのような位置にいるのか再確認できればと思います。 

 

１．地方分権改革の経緯を鳥瞰する 

 

 はじめに、皆さんと地方分権改革の経緯を鳥瞰してみたいと思います。鳥瞰といっても、全

体を眺めるくらいとなってしまいますが、このような積み重ねの上に現在の状況があることを

確認してから今後を検討していくことは有益なことだと考えています。 

 さて、地方分権改革の経緯においては、地方制度調査会などのように継続して設置されるも

のとは異なりまして、特別なミッションと期限を設定された委員会が多く設置されてきました。

いわゆるアドホック委員会ですが、これは御覧の通り（図表１）複数設置されています。とも

すれば名称さえ混同してしまいそうになりますけれども、ここでは 1995 年をその始まりとして、

この 15 年の地方分権改革の流れを確認することといたします。 

 

 

年 出来事 キーワード 

1995 年 

（平成７年） 

・地方分権推進法 

・地方分権推進委員会設置（５＋１年、５勧告）

1999 年 

（平成 11 年） 

・地方分権一括法 

⇒2001 年 地方分権推進委員会最終報告 

分権型社会の創造 

機関委任事務制度の廃止 

2001 年 

（平成 13 年） 

・地方分権改革推進会議発足（３年） 

⇒2004 年 地方分権改革推進会議最終意見 

公私協働、議会活性化、 

効率的行財政運営、 

広域行政体制、道州制 

2006 年 

（平成 18 年） 

・地方分権改革推進法 

・地方分権改革推進委員会（３年、４勧告） 

生活者の視点、自治立法権の拡大、 

自治財政権の強化と「地方政府」の確立 

2009 年 

（平成 21 年） 

・地域主権戦略会議設置（11 月閣議決定） 

※議長＝内閣総理大臣 

2010 年 

（平成 22 年） 
・「地域主権戦略大綱」（６月閣議決定） 

2012 年 

（平成 24 年） 
・「地域主権推進大綱（仮称）」 

地域主権 

住民主体の発想 

補完性・近接性の原理 

●都市政策研究所 講演録① 



8 

 地方分権推進法が成立して地方分権推進委員会が設置

されたのは 1995 年のことでした。 

 この委員会からは中間報告をはじめ複数の報告書・勧

告などが提出されています。これらの密度の高い、精力

的かつ集中した議論が、1999 年、地方分権一括法といわ

れる 475 本に上る法律の改正に結実したことは記憶に新

しいと思います。地方分権一括法が成立したのちに、こ

の地方分権推進委員会が最終報告を提出しています。地

方分権一括法成立との時期はずれているのですが、大き

く影響していることはいうまでもありません。 

 さて、ここでは「分権型社会の創造」という言葉がキ

ーワードとしてあげられます。なお、各出来事にあわせ

て、そこでのキーワードを図表１中にもまとめてありま

すので適宜参照して下さい。この「分権型社会の創造」

という言葉は、地方分権推進委員会の報告から生まれています。この言葉がどのような意味を

持つのかということについてですが、詳細の説明はここでは行いませんけれども、日本の将来

像として少しずつ言葉が浸透しているのが現在の状況です。 

 それでは、1999 年に施行されました地方分権一括法はどのような内容だったのでしょうか。

この法の施行は地方分権改革を考えるうえで非常に大きな役割を果しています。 

 先ほど、地方分権推進委員会の議論が結実したものとお話しましたが、この成果について確

認します。まず必置規制の緩和ですが、自治体は、法律や政令・省令などによって行政機関や

各種の施設さらには特定の職の設置を義務づけられていましたが、地方分権一括法によってこ

の規制が大幅に緩和・廃止されました。そして、最大の成果としては機関委任事務制度の廃止

があげられます。機関委任事務制度は 1905 年に定められたものですが、これは本来は主務大臣

が直接執行すべき事務について、個別の事務ごとに法律や政令で都道府県知事・市町村長もし

くは都道府県・市町村の行政委員会を主務大臣の地方機関と位置づけ事務執行を委任するもの

です。この機関委任事務制度の廃止で「国と地方は法的に対等になった」とされるわけです。 

 さて、そうなりますと国と自治体の両者の間に紛争が起きる可能性もでてきます。そこで、

紛争の解決手段として、総務省に第三者機関としての国地方係争処理委員会が設置されること

となりました。これも地方分権一括法の成果です。 

 その次の 2001 年に設置された地方分権改革推進会議は、３年の設置期間で最終報告を出して

います。現在の地域主権戦略会議に比べるとやや印象が薄いと思われる方がいるかもしれませ

んが、この会議からは、現在議論されている様々な論点や議論の材料が提供されました。キー

ワードとしては「公私協働・パートナーシップ」や「議会の活性化」、「効率的行財政運営」、「広

域行政体制」なども中長期的な観点から示されています。そのほかに「道州制」なども改めて

注目された重要なキーワードとしてあげることができます。職員の皆さんの間でも広く議論さ

れているのではないでしょうか。 

 この地方分権改革推進会議が幕を閉じたところで、法律により新たに設置されましたのが、

地方分権改革推進委員会です。設置されたのは 2007 年のことですが、ここからは４つの勧告が

出され、そのいずれも読み応えがあるものです。キーワードとしては、「生活者の視点」や「自

治立法権の拡大」、「自治財政権の強化」と「地方政府の確立」などがあり、ここでも現在に続

く大きな問題提起がなされています。そして、これらの勧告を背負う形で、それをより具体的

夜間自主研修にて講演する羽貝教授
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にするために現在の地域主権戦略会議では議論がなされているのです。 

 現在設置されている地域主権戦略会議ですが、設置の当初は「この国をどうして行くのか」

という強い意気込みが感じられました。現在は、ややその意気込みが薄れているような印象も

ないわけではありませんが。この地域主権戦略会議からは 2010 年６月に『地域主権戦略大綱』

が閣議決定されています。そして２年後の 2012 年には、『地域主権推進大綱』が策定される予

定となっています。ここでのキーワードには、「地域主権」、「住民主体の発想」、「補完性・近接

性の原理」などがあります。 

 

２．「地域主権改革」論の意義 

 

 ここまで、分権改革の経緯について簡単に触れてきました。地方分権改革の経緯から、中長

期的な視点に立って検討しなければならない課題が多く示されてきたことが確認できたのでは

ないか思います。とはいいましても、全体を通して見ますとそれなりに変化があったことも見

て取れたと思います。そして現在も次々と論点が示されている中で、改めて第一次分権改革と

その後の成果を確認して、この先のことを考えていく必要があります。 

 現在は地域主権改革といわれておりますが、そもそも第一次分権改革の成果はどのようなも

のであったのでしょうか。先ほど「分権型社会」というキーワードを紹介しました。これはま

だ漠然としたところもありますが、このように国・地方を問いなおす基本的な視点や社会像を

提示したということが特に大きな意義を有するものと考えられます。 

 また、先ほど機関委任事務制度の廃止を大きな意義として取り上げましたが、それを単なる

法改正だとしてあまり評価しないという方もいるようです。改革の本質は細部に宿ると考えて

しまいますと、この制度廃止の意味がわかりにくくなるでしょう。しかし、過大にも過小にも

評価しないように振り返るとすれば、第一次分権改革は日本の大きな節目であったと考えます。

そのような消極的意見なども踏まえますと、新たなビジョンが提示されたことに大きな意義が

あるとしても、まだ過渡期にあると言わざるを得ません。 

 今の状況を「官官分権」と揶揄するような声もないわけではありませんが、地方分権改革の

議論は徐々に基礎自治体、とりわけ地方政府へのあり方を考えるというものに変容しているよ

うに思われます。各種の委員会で議論が進められるごとに、少しずつ、基礎自治体をどのよう

にしていくのかという議論にシフトしているように感じるわけです。そして、現在の地域主権

改革における議論もその影響を受けています。地方政府のあり方や、自治体の政策形成能力に

関する議論などとあわせて、地域の、あるいは基礎自治体の責務というものを正面から見てい

こうとする議論に発展しつつあるのです。 

 地域主権改革は「憲法の理念の下に、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的かつ総合

的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において地域の諸課題に取り

組むことができるようにするための改革」と定義されていますが、ここで意識しなくてはなら

ないことがあります。 

 一つは、地方自治体、とりわけ基礎自治体が、自主的・総合的に課題処理できるようにする

ということです。そして、今一つは「住民に身近な行政」というくだりです。これらはつなが

っているように認識されていますが、はっきりとその関係を読み取れるわけではありません。

この両者がどのように接点を持ち、連動していくのかということが暗に問われているようにも

考えられます。「住民がいて、彼らの政治的な信託のもとに初めて地方政府が成立する」という

基本原理が下敷きになっていると考えられますので、これを踏まえて地域主権改革の議論が展
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開していると考えてよいでしょう。確かに最初は地域主権という言葉があまりにも曖昧だとい

う声が多かったように感じます。この場合の「地域」とは、あるいは「主権」とは何でしょう

か。「地域主権」という言葉は「およそ学問的な議論に耐え得る言葉ではない」との意見を示さ

れる方もいます。しかし、地域主権戦略会議が目指すものを地方分権改革の本来の理念や方向

性と重ねるならば、それほど不可解なものではないと考えています。 

 もちろん「地域」という言葉は、「住民」や「基礎自治体」などと、様々な切り分けや解釈が

あるでしょう。「主権」という言葉は、国の主権ということもありますので、そもそも切り分け

られるのかという疑問も残ります。しかし、具体的なものとして、「地方自治」あるいは「地方

自治体」にもっと自治体らしい活動を保証するという主旨であるならばある意味では良いので

はないかとも思います。そのような曖昧さの中にも本質的なことを言っている言葉であるなら

ば、我々自身がその言葉について考えを深めなければなりません。 

 地域主権という言葉について、私の友人が推理とでもいいますか、指摘していたことがあり

ます。それは「三位一体の改革の内実が地方分権の流れを無視するもので、羊頭狗肉であった

という自治体からの批判が強い。この批判が強い中で中央政府としては『地方分権』という言

葉が使いづらくなっているのではないか」という指摘です。私もこの推理には一理あると考え

ています。しかしながら、地方自治、さらには関連する制度やしくみなどについて、住民・行

政・議会のそれぞれに改めて様々なことを考えさせる契機とはなっているとも考えています。

私たちは、この「地域主権論」という大きな宿題をもらったと考えることもできるでしょう。 

 

３．地域主権改革の方向性 

 

 では宿題とは具体的に何かということです。第一の宿題は「市町村は子ども」という理解に

自治体側から反証しなくてはならないということです。仮に国に教える役割があるとしても「自

治体は子ども」だという姿勢ではそれ自体がおよそ教師らしいとはいえないのですが、この捉

え方には具体的な反証が必要といえます。ここでは「義務付け・枠付けの見直し」であげられ

ていることを例に考えて見ます。 

 その中に「施設・公物管理の基準の見直し」があります。現状では各種の基準は、多くの政

令などで縛られており、国が箸の上げ下ろしまで指示しているような印象もありますが、その

見直しにあたっての考え方が図表２のように示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 施設・公物設置管理の基準の見直し 

施設･公物設置管理の基準を条例に委任する場合における条例制定に関する国の基準の類型は、地方分権

改革推進計画の整理同様、次のとおりとする。 

① 従うべき基準：条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準

に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許

されないもの 

② 標準：法令の「標準」を通常よるべき基準としつつ、合理的な理由がある範囲内で、地域の実情に応

じた「標準」と異なる内容を定めることが許容されるもの 

③ 参酌すべき基準：地方公共団体が十分参照した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内

容を定めることが許容されるもの 

図表２ 『地域主権戦略大綱』 別紙１より 

義務付け・枠付けの見直しと条例制定権の拡大の具体的措置（第２次見直し） 
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 ここでは３類型が示されています。どのようなものが「従うべき基準」にあたるのかという

ことですが、食品衛生法に基づく施設の設備に関する基準や、病院及び診療所の薬剤師の配置

に関する基準などがあります。 

 次に「標準」ですが、これは地域課題に応じて合理的な理由がある範囲内で柔軟に基準を設

けてよいということです。具体的には、社会福祉施設の設備及び運営に関する基準のうち、施

設の利用者の数に関する基準に係る規定などはこれに当てはまっています。 

 最後に「参酌すべき基準」ですが、公民館運営審議会の委員の委嘱にあたり満たすべき基準

や、図書館協議会の委員の任命、博物館協議会の委員の任命などがあります。これらの非常に

大事なことが「参酌すべき基準」として、地方の実情に合わせた内容を定めてよいこととされ

ています。 

 このように改めて列挙してみますと、国は国で、地方自治体の現場で迷いがないようにいろ

いろ整理して示してくれていたということが感じられます。しかし、立ち止まって考えてみま

すと、国が標準を示したとしても、これは外から与えられたルールであることに変わりはあり

ません。自分が関わらないところで与えられるルールだということは、自分で考えなくていい

ということです。これはある意味では非常に楽なことでしょう。行政全体としてはやや楽な反

面、自分たちで必要なことを苦労しながら考える機会が少ないということなのです。 

 第二の宿題についてですが、これは「地方政府と住民との信頼関係をどのように再構築する

か」ということです。そのためには、政策過程の多様な局面に市民参加の機会を設けるという

ことがどうしても必要です。 

 今後予定されている八王子市の総合計画策定など、どのような場面で市民に関わってもらう

か、これは難しいことですが充分に考える必要があることです。これは住民だけでなく、当然

自治体にとって重要なことです。市民という、いわば公共サービスのエンドユーザーの考えや

民意を確認するとともに、政策管理者としての自治体の、実質的な主体性とどのように調和さ

せるかということになりますので、これもかなり大きな宿題だといえます。 

 

４．自治・分権改革としての地域主権改革 

 

 政策管理者として自治体が各種

の施策を展開するとしても、住民

の満足度が上がるような施策でな

ければさらに考えていく必要があ

ります。しかし、住民の満足度を

上げるような施策ばかりではなく、

行政としてやらなければならない

こともあるわけです。この信頼関

係を、もう一度、さらに強めてい

くことがこれから求められている

のです。そして、それらの施策展

開をどう自治体の住民に説明して

いくかということも、住民との信

頼関係を構築していくという観点

から非常に重要なことです。 
満員となった夜間自主研修の会場 
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 例えば、最近の取り組みとして子ども医療費無料化というものがありますが、全国的には対

応にまだまだ開きがありまして、東京の自治体は地方から本当にうらやましがられています。

山口県和木町や北海道の三笠市のように、幼稚園から小学校まで学校給食を無料化している自

治体もあります。これをどこでも見習えということではありません。小さい自治体なのでその

背景も理解できます。もう人口減少に歯止めがかからない状況で、それを何とか食い止めたい

という、止むに止まれぬ現状があるからです。 

 このように、今後は同じサービスなのに住民の負担が違うという事がだんだん現れてきます。

アメリカの経済学者Ｃ．ティボーの「足による投票」という理論によると、住民は受益と負担

の関係から見て住民に負担の少ない政策を展開している自治体を選び移動するので、政策競争

は住民の居住地選択に大きく影響し、そのことにより自治体の差がさらに広がるということで

す。これは小さなコストで大きなサービスを行うことで競争に勝利し、納税者の獲得にもつな

がるということでもあります。確かに、現実の日本でも「足による投票」が少しずつ行われて

いるように感じています。今や、自治体が住民によって選ばれる時代だということです。 

 先ほども申しましたが、政策の選択と決定を、いかなる場で、どのように行い、それを住民

にいかに説明するかということは、「このようにせざるを得ない」ということを共有することで

もあります。選択の中では「あれもこれも」ではなく、「あれかこれか」になるかもしれません。 

 自治体としては住民が求めることだけをやるべきではありませんが、その目的や意味などに

ついての説明が必要とされるわけです。説明がなされないのでは住民は決して満足しません。

そして、市民の声に対して「ああそうですか」では済みません。これからは他の自治体と比較

される機会がより多くなっていきます。市民が納税者・有権者として納得できる説明が必要不

可欠であり、そのようにしなければ市民との間に更なる信頼関係を築くことはできません。 

 

おわりに 

 

 憲法と同時に施行された地方自治法ですが、施行から 63 年が経ちました。しかし、その根底

に流れていることに変わりはありません。これからも自治・分権を進めていくためには、その

根底にあるものを自覚しながら、多様な取り組みと効果の検証を長期戦で行うことが必要にな

ります。各種の制度改革、すなわち効率性・合理性と公平性の両立の追求はいわば自治・分権

を進めていく上での必要経費と考えることもできるでしょう。 

 最後になりますが、３点強調したいことを整理してお伝えしたいと思います。 

 まず１点目、地方政府には公共サービスの質も量も確保するという責任があるということで

す。次に２点目、住民にとって近いところに意思決定の場があるということが地方政府の意義

であること、これは近接性の原理からも言えることです。そして３点目は、参画型民主主義の

価値をより評価していくことです。ここで強調していることの意義は過去に「シャウプ勧告」

で示されていることです。今の議論の原点は 60 年前に既に示されているのです。 

 あわせて、素朴な意見かもしれませんが、職員の皆さんから、「このまちが、こうなったらい

いな」という声がもっと出てくるようになればと考えています。そして、その発想を大事にし

て欲しいとも思います。八王子市の職員で他市に住んでいる方がいれば、住んでいる自治体と

比較することも極めて重要です。こういうことが着実に積み重ねられることで八王子市がさら

に住みよい自治体になっていくということを申し上げて講演を終わりたいと思います。 

 

（はがい まさみ） 
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